
年齢・

職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（１年単位）
25歳以下 (1) 6時00分～14時00分

(2)14時00分～22時00分
(3)22時00分～ 6時00分

（従業員数 52人 ）

正社員 39050- 1010991 就業場所高知県土佐市 厚生年金基金

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
18歳以上 (1)18時00分～ 5時00分

(2) 8時00分～19時00分
(3)12時00分～23時00分

（従業員数 76人 ）

正社員 39050- 1014291 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
不問 (1)14時00分～18時00分

(2) 8時30分～13時30分
(3)13時00分～18時00分

（従業員数 40人 ）

パート労働者 39050- 1002991 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～19時00分

（従業員数 3人 ）

正社員 39050- 1003491 就業場所高知県高知市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

(2)12時30分～21時15分

（従業員数 38人 ）

正社員以外 39050- 1004791 就業場所高知県高知市

月給 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 38人 ）

正社員以外 39050- 1005891 就業場所高知県高知市

普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 (1) 8時30分～17時15分

(2)12時45分～21時30分
(3)13時45分～22時30分

（従業員数 19人 ）

パート労働者 39050- 1006291 就業場所高知県高知市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時15分

（従業員数 33人 ）

正社員以外 39050- 1007591 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 作業療法士
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1008191 就業場所

月給 理学療法士
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）

正社員 39050- 1009091 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

(2) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 30人 ）

正社員 39050-  984991 就業場所高知県吾川郡いの町

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 21人 ）

正社員 39050-  985491 就業場所

時給 看護師
不問 (1) 9時30分～16時00分 准看護師

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  987891 就業場所

不問 (1) 8時30分～17時00分

（従業員数 56人 ）

正社員以外 39050-  990391 就業場所

不問 (1) 8時25分～16時55分

（従業員数 57人 ）

正社員以外 39050-  991691 就業場所

不問 (1) 8時25分～16時55分

（従業員数 57人 ）

パート労働者 39050-  992991 就業場所

月給 介護福祉士
18歳以上 (1) 7時00分～16時00分

(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

（従業員数 50人 ）

正社員 39050-  993491 就業場所

介護職（ケアハウス　い
の）

社会福祉法人　伊野
福祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０
番２

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

214,000円
雇用期間の定めなし

（県）ビニールハウス管
理

高知県立春野高等学
校

高知県高知市春野町弘岡下３８
６０

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

日給６４７０円～
６４７０円

時給
835円～
835円

事務補助 高知県立春野高等学
校

高知県高知市春野町弘岡下３８
６０

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

臨時的任用職員（事務補
助）

高知県立高知海洋高
等学校

土佐市宇佐町福島１番地 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

日給７３１０円～
７３１０円

20日間
146,200円～
146,200円

日給７４４０円～
７４４０円

20日間
148,800円～
148,800円

看護師（正・准） 特定非営利活動法人
宇佐在宅介護センタ
一

高知県土佐市宇佐町宇佐３９８
番地５

労災

1,200円～1,200
円

雇用期間の定めなし

営業及び配達 （株）マサキ・ウエ
ルフェア

高知県高知市春野町平和３３９
３－１１

雇用・労
災・健康・
厚生170,000円～

190,000円
雇用期間の定めなし

介護職 社会福祉法人　伊野
福祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０
番２

雇用・労
災・健康・
厚生150,000円～

190,000円
雇用期間の定めなし

理学療法士【訪問】　　 
≪急募≫

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生243,200円～

263,200円
雇用期間の定めなし

作業療法士【訪問】　　 
≪急募≫

株式会社　いろは 高知県吾川郡いの町波川　６６
４－１

雇用・労
災・健康・
厚生243,200円～

263,200円
雇用期間の定めなし

事務補助（町民課） いの町役場 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・労
災・健康・
厚生149,100円～

149,100円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

水泳場の管理・運営（県
民）

公益財団法人　高知
県スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８
５番地

雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

屋外施設及び植栽管理・
運営

公益財団法人　高知
県スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８
５番地

雇用・労
災・健康・
厚生159,000円～

159,000円
雇用期間の定めなし

日給７１３０円～
７１３０円

時給
920円～
920円

スポーツ科学センターの
運営・管理

公益財団法人　高知
県スポーツ振興財団

高知県高知市春野町芳原２４８
５番地

雇用・労
災・健康・
厚生159,000円～

159,000円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンドスタッ
フ

（有）伊野工材 高知県吾川郡いの町１６７８ 雇用・労
災・健康・
厚生160,000円～

200,000円
雇用期間の定めなし

（町）放課後児童クラブ
支援員　（臨）

いの町教育委員会 高知県吾川郡いの町１７００－
１

雇用・公災

916円～916円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

大型トラック乗務員（長
距離） 
関西・東海・関東方面

（株）県運 高知県吾川郡いの町内野南町８
８

雇用・労
災・健康・
厚生320,000円～

450,000円
雇用期間の定めなし

製紙工（高岡工場） 伊野紙（株） 高知県吾川郡いの町３８９５ 雇用・労
災・健康・
厚生201,500円～

201,500円
雇用期間の定めなし

No.49 表　裏 ３月２２日号

所在地・就業場所

℡ 088-893-1225

ハローワークいの

（いの公共職業安定◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。

その際はあしからずご了承ください。（この情報誌は、毎週金曜日に発行しています。）
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月給
59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 8人 ）

正社員 39050-  995891 就業場所高知県吾川郡いの町

時給
59歳以下 (1) 9時30分～16時00分

(2)10時00分～16時30分
(3) 8時30分～12時30分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 39050-  996291 就業場所高知県高知市

時給 ホームヘルパー２級
不問

（従業員数 44人 ）

パート労働者 39050-  999091 就業場所高知県高知市

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）

正社員 39050- 1000391 就業場所

時給
不問

（従業員数 9人 ）

パート労働者 39050-  973091 就業場所

月給
不問 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 39050-  974391 就業場所高知県土佐市

時給
不問

（従業員数 4人 ）

パート労働者 39050-  975691 就業場所高知県土佐市

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時00分～14時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 39050-  976991 就業場所高知県高知市

時給
不問

（従業員数 30人 ）

パート労働者 39050-  977491 就業場所高知県高岡郡日高村

不問 (1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 30人 ）

正社員以外 39050-  979891 就業場所高知県高岡郡日高村

時給
不問 (1) 8時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 39050-  980191 就業場所

時給
不問 (1)13時00分～16時00分

（従業員数 31人 ）

パート労働者 39050-  986791 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修

（従業員数 7人 ）

正社員 39050-  960791 就業場所高知県土佐市

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

（従業員数 1人 ）

正社員 39050-  961891 就業場所高知県土佐市

ケアマネージャー （株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労
災・健康・
厚生200,000円～

300,000円
雇用期間の定めなし

介護職員 （株）キッズ 高知県土佐市甲原６８０－２ 雇用・労
災・健康・
厚生195,000円～

300,000円
雇用期間の定めなし

シーツ交換等の業務 社会福祉法人　伊野
福祉会

高知県吾川郡いの町波川５６０
番２

労災

800円～900円雇用期間の定めなし

障害児への療育指導者 特定非営利活動法人
高知県自閉症協会

高知県高知市春野町芳原７３７
番地１

雇用・労災

875円～975円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ミニトマトに係る農作業 
【４月４日面接会】

株式会社　イチネン
農園

大阪府大阪市中央区久太郎町１
丁目６番２９号　フォーキャス
ト堺筋本町

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

ミニトマトに係る農作業 
【４月４日面接会】

株式会社　イチネン
農園

大阪府大阪市中央区久太郎町１
丁目６番２９号　フォーキャス
ト堺筋本町

雇用・労災

762円～850円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

時給７６２円～
８５０円

月あたり
124,282円～
138,635円

農作業 株式会社　いわた農
園

高知市春野町東諸木６２４－１ 雇用・労
災・健康・
厚生1,100円～1,100

円
雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

収穫等の農作業
（ピーマン等栽培）

株式会社　植田
ファーム

土佐市宇佐町宇佐１６８０－２ 雇用・労災

770円～850円雇用期間の定めなし

収穫等の農作業
（ピーマン等栽培）

株式会社　植田
ファーム

土佐市宇佐町宇佐１６８０－２ 雇用・労
災・健康・
厚生139,000円～

337,000円
雇用期間の定めなし

鰹節製造工 有限会社　竹内商店 高知県土佐市宇佐町福島２８２
４ー３

雇用・労
災・健康・
厚生765円～780円雇用期間の定めなし

土木作業員（経験者） 有限会社　岡林土建 高知県吾川郡いの町小川新別１
０２４

雇用・労
災・健康・
厚生雇用期間の定めなし

介護職員 （社福）高知市社会
福祉協議会　介護セ
ンターあじさい会館

高知県高知市春野町西分１－１ 労災

991円～991円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

日給１１０００円
～

月あたり
254,100円～
323,400円

事務補助 （有）クリスプロ
ジェクト

高知県吾川郡いの町新町２６番
地

雇用・労災

770円～800円雇用期間の定めなし

調剤薬局事務 （有）クリスプロ
ジェクト

高知県吾川郡いの町新町２６番
地

雇用・労
災・健康・
厚生・財形130,000円～

135,000円
雇用期間の定めなし


